JAでマイホームプランを充実サポート!

JA住宅ローン
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お取引状況に応じて店頭標準金利から一律の
金利軽減を受けられるコース

固定金利プラン
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現在

他金融機関からの借換にもご利用いただけます。
ご注意ください！
●表示金利は、期間中にお申込みいただき、その後6か月以内に借り入れた場合の金利で
す。
なお、固定金利選択型の金利は毎月見直します。
●お借入金利は
「お申込み時」
または
「お借入時」
のいずれか低い金利を適用します。
●金利は、金融情勢等の変化により見直しさせていただく場合があります。

金利軽減を受けられる取引項目（表1）
●給与振込指定者
●公共料金2種目以上指定者
●JAカード保有者
●提携住宅ローン扱い
●年金受給口座指定者（親族含む）
※上記以外の金利軽減を受けられる取引項目、各取引項目の金利軽減
幅については、
JA窓口にお問い合わせください。
※上記取引項目は、
｢これから取引を開始する｣という方にも適用されます。

「JAとのお取引はこれから」
というお客様もお気軽にどうぞ。
〈ご利用に関しては、組合員加入のための出資が必要となります〉
http://www.jabank-saitama.or.jp
※詳しくは、JAバンク埼玉のホームページをご覧ください。

0120-117712

J A の住宅ローン 商品ラインナップ
あなたの夢をお手伝い

所要資金の100％をご融資

JA住宅ローン

JA住宅ローン

■ご利用いただける方
○お借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方
（最終ご返済時満80歳未満の方）
○同一勤務（営業）先に1年以上勤務されている方
（ただし、自営業者（農業者は除く）の方は、営業年
数が3年以上の方）
○前年度税込年収が150万円以上あり継続して安
定した収入のある方（ただし、自営業者（農業者は
除く）の方は、過去3か年の各年の税引前所得金
額が300万円以上ある方）
○団体信用生命共済に加入が認められる方（掛金は
当JAが負担いたします）
○当JA所定の保証機関の保証が受けられる方
○その他JAが定める基準を満たしている方
■お使いみち
○住宅の新築、土地付住宅（新築・中古）の購入、土
地の購入、お借り換え等（現在当JAでご利用中の
住宅ローンのお借り換えにはご利用できません）
■ご融資金額
○5,000万円以内（原則として自己資金額が所要
資金の20％以上ある方）
■ご融資期間
○3年以上35年以内（お借り換えの場合は現在お
借入の期間内）

100％応援型

■ご利用いただける方
○お借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満
の方（最終ご返済時満80歳未満の方）
○同一勤務（営業）先に1年以上勤務されてい
る方（ただし、自営業者（農業者は除く）の方
は、営業年数が3年以上の方）
○前年度税込年収が300万円以上あり継続し
て安定した収入のある方（ただし、自営業者
（農業者は除く）の方は、過去3か年の各年の
税引前所得金額が400万円以上ある方）
○団体信用生命共済に加入が認められる方（掛
金は当JAが負担いたします）
○当JA所定の保証機関の保証が受けられる方
○その他JAが定める基準を満たしている方
■お使いみち
○住宅の新築、土地付住宅（新築・中古）の購入
等
■ご融資金額
○5,000万円以内で所要資金の100％以内
■ご融資期間
○3年以上35年以内

担保評価額の300％までお借り換えできます

JA住宅ローン

借換応援型

■ご利用いただける方
○お借入時の年齢が満20歳以上満66歳未満の方
（最終ご返済時満80歳未満の方）
○同一勤務（営業）先に1年以上勤務されている方（ただし、自
営業者（農業者は除く）の方は、営業年数が3年以上の方）
○前年度税込年収が300万円以上あり継続して安
定した収入のある方（ただし、自営業者（農業者は
除く）の方は、過去3か年の各年の税引前所得金
額が400万円以上ある方）
○団体信用生命共済に加入が認められる方（掛金は
当JAが負担いたします）
○当JA所定の保証機関の保証が受けられる方
○現在借入中の住宅ローン等が借入から3年以上
経過し、延滞等のない方
○その他JAが定める基準を満たしている方
■お使いみち
○他金融機関等からのお借り換え（現在当JAでご利用
中の住宅ローンのお借り換えにはご利用できません）
■ご融資金額
○5,000万円以内で担保評価額の300％以内
■ご融資期間
○3年以上32年以内（現在お借入の期間内）

J A 住 宅 ロ ー ン 商 品 概 要

ご用意いただく書類等

・建て替え・増改築・リフォーム・中古住宅の購入・
● お 使 い み ち：住宅の新築・購入（土地のみの購入も含む）
他金融機関住宅ローンの借り換え〈商品によって異なります〉
● お借入れ期間：3年以上35年以内〈商品によって異なります〉
〈商品によって異なります〉
● お 借 入 れ 額：10万円以上5,000万円以内（所要金額の範囲内）

○売買契約書、工事見積書、請負契約書、建築
確認通知書、図面等
○お借り換えの場合は現在他金融機関等でご
利用の返済予定表・償還計画表及び残高証
明書等
○土地及び建物の登記簿謄本・公図（共に3か
月以内のもの）
○住民票
（3か月以内のもの）
○運転免許証及び健康保険証
○所得を証明する書類
（公的機関の発行するもの）
■給与収入の方
市町村の発行する所得証明
書、住民税課税証明書等
（直近分）
■事業収入の方
税務署の受付印のある確定申告書の写し及
（各直近3年分）
び納税証明書
（その1･その2）
○実印及び印鑑証明書 2通
（契約時）
（3か月以内のもの）
※上記の他、別途書類をご用意いただく場合が
ございますので予めご了承ください。

● お借入れ利率： ○「変動金利」ご利用時は、年2回ご融資金利を見直します。また、お客様のお申し出により
「固定金利選択型」に切り替えることができます（再設定手数料5,400円）。
○「固定金利選択型」ご利用時は、固定金利特約期間（3年・5年・10年）中のご融資利率
及び毎月のご返済額は原則変わりません。
○特約期間終了後、お申し出により再度その時点の当JA所定の固定金利選択型の金
利から取引状況等に応じた軽減金利を差し引いた金利により特約期間を設定するこ
とができます（再設定手数料5,400円）。なお、お申し出がない場合には契約に定め
る「変動金利」に切り替えとなります。
○お選びいただける固定金利の期間は、お借入れ残存期間によって制限される場合があります。
○金利軽減適用期間中にご返済の滞りなどが発生した場合には金利軽減の適用を中止
し、店頭標準金利に引き上げさせていただきます。
● ご 返 済 方 法：元利均等返済または元金均等返済。月賦返済と年2回増額返済併用のいずれかをお選びい
ただけます
（年2回の増額返済の割合はお借入額の50％以内）。
●担
保：お借入れ対象物件に第1順位の抵当権を設定登記していただきます（建物を建築される場合
については、土地も担保として差し入れていただきます）。担保物件については、火災共済（保
険）
に加入していただき、共済（保険）金請求権に質権を設定させていただく場合があります。
● 事務取扱手数料：10,800円
● その他手数料：繰上返済時や返済条件の変更時などには、所定の手数料が必要となります。
（繰上返済時2,160円～、条件変更時3,240円）
● 出 資 金：組合員資格のない方は、
ご融資時に組合員資格を取得していただきます。
（出資金：10,000円。ローン完済後、払い戻しできます）
●保
証：当JA所定の保証機関の保証をご利用いただきます。なお、協同住宅ローン㈱
保証の場合は、事務取扱手数料32,400円が別途必要になります。
● 保 証 料：一括前払い保証料または分割払い保証料。
●お借入額1,000万円あたり
（埼玉県農業信用基金協会保証の場合）
（一般型・一括前払い：融資金利 年 0.700 ％ 保証料率 年 0.100 ％・元利均等返済の場合）
お借入期間

10年

15年

20年

25年

30年

35年

保証料（円）

80,945

106,640

132,626

158,918

185,481

212,349

※表示の手数料は全て消費税込みの金額です。
※ローン商品の詳しい内容については、店頭に説明
書をご用意しております。
※店頭にて返済額の試算を承っております。
※この商品は当JAの住宅ローンのお借り換えには
ご利用いただけません。

ご融資にあたっては、当JA所定の審査が
ございます。審査の結果、
ご希望に添えない
場合もございますので、予めご了承ください。

詳しくは最寄りの各支店、または下記の電話番号にお問い合わせください。

本店 融資課 TEL 048－666－1253
中部統括部 融資推進課
南部統括部 融資推進課
北部統括部 融資推進課

TEL 048－740－8627【さいたま市地区（岩槻区を除く）】
TEL 048－291－3385【戸田市・蕨市・川口市・草加市地区（一部除く）】
TEL 048－725－7240【上尾市・桶川市・北本市・鴻巣市（一部除く）
・北足立郡伊奈町地区】

